
 

1 

 

マタイ 2:1-12 平和の王として来られたイエス・キリスト 

ご聖誕！おめでとうございます。主がわたしたち通してご栄光を受けますように。また礼拝している皆様の一人一人の上に限

りない御めぐみが豊かにありますようにお祈り申し上げます。 

ご聖誕とは神の子イエス･キリストの受肉(インカーネーション、iincarnation)事件です。宇宙の歴史の中でも一番偉大な

事件であり、奇跡の中での奇跡です。王の王であられる方が受肉して天の王座を捨てて地上の馬小屋で生まれたその夜、

天使からメシヤの誕生が伝えられました。空の星が動いていました。そして羊飼いたちはすぐ探して馬小屋で布にくるんで、飼

葉おけに寝ている幼子イエスに会いました。東の博士たちは星の導きによって遠い国から山を越えて、川を渡ってエルサレムま

で来ました。本文のこの博士たちはどうして遠い国からあらゆる危険を克服して探し出して幼子イエスのところに来たでしょう。 

2節を見ましょう。 

「ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは、東のほうでその方の星を見たので、拝みにま

いりました。」and asked, "Where is the one who has been born king of the Jews? We saw his star in 

the east and have come to worship him." 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐 우리가 동방에서 

그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 

那生下来作犹太人之王的在那里。我们在东方看见他的星，特来拜他。 

 

そうです。彼らが東の遠い国からエルサレムまで訪ねた一番の目的はメシヤに拝むためでした。さあ、どのような過程があったの

かをみましょう。 

星を見た東方の博士たち 

「その方の星を見たので」と言い出しています。 

普通東方の博士たちと呼びますが彼らは誰でしょう。１節 

イエスが、ヘロデ王の時代に、ユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやって来て、  

こう言った。After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from 

the east came to Jerusalem 헤롯 왕 때에 예수께서 유대 베들레헴에서 나시매 동방으로부터 

박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 

当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说， 

Magi、KJV there came wise men from the east to Jerusalem, 

ペルシアの天文学者であろうと見方ですが昔は星を研究しながら個人と国の運命を預言する人々であったということです。 

彼らは王に助言などで王の近くで助ける役割もしたですが有事の際には王を選択して立てることもしたそうです。それで彼らを

古代文書には「King maker」王をつくる人とも呼ばれたそうです。 

ですから、知識と権力と影響力がある人々でありました。ところがこのような人々が旧約聖書をどうやって知っていてメシヤの

誕生を知ることが出来たのか。一番信頼できる説はダニエル書 2：48 を根拠する解釈です。 

そこで王は、ダニエルを高い位につけ、彼に多くのすばらしい送り物を与えて、彼にバビロン全州を治めさせ、また、バビロンのす

べての知者たちをつかさどる長官とした。Then the king placed Daniel in a high position and lavished many 

gifts on him. He made him ruler over the entire province of Babylon and placed him in charge of 

all its wise men. 왕이 이에 다니엘을 높여 귀한 선물을 많이 주며 그를 세워 바벨론 온 지방을 
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다스리게 하며 또 바벨론 모든 지혜자의 어른을 삼았으며 

于是王高抬但以理，赏赐他许多上等礼物，派他管理巴比伦全省，又立他为总理，掌管巴比伦的一切哲士。 

 

B.C587年にユダ王国はバビロンによって滅ぼされました。その捕虜としてバビロンへ引っ張られていたダニエルという立派な信

仰をもっていた青年がその国の王にばってきされてバビロンのすべての知者たちをつかさどる長官になりました。 

バビロンのすべての知者たちということがwise men博士たちです。ですからダニエルがその博士たちに旧約聖書とその話を

伝えたということです。十分信頼できるせつであるとおもいます。 

とにかく彼らは聖書のことを信じていたということです。彼らはユダヤ人ではありません。異邦人です。しかし、彼らは信じたので

す。それでメシヤの誕生を知らせる星を見て拝むために自分の家庭、国を離れてエルサレムに来ました。彼らがメシヤを会い

ために山を越え、チグリス川、ユーフラテス川を渡ったでしょう。砂漠の地域を通ったでしょう。すべての難しい環境を克服して

来ました。ただメシヤに拝むために。 

 

メシヤを粘り強く探す出す東方の博士たち 

１節 ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは、東のほうでその方の星を見たので、

拝みにまいりました。 

これはユダヤの王のところに行ってその前で言ってることです。そのとき王始めだれも知らなかったのです。市内も静かです。現

代にたとえて見れば新聞、テレビを見てもどこででもメシヤの誕生を知らせるところはありませんでした。 

そうなればわたしたちはどうも間違って来たのか。あるいはそのメシヤはあまり重要な人はではないかもう知れませんとか疑うこと

も予想されます。しかし、彼らは王宮の人々が知らなくても、人々が無関心であるとか、世人がどう考えるかによって彼らの目

的であるメシヤに会い、拝みたいということを変えませんでした。 

 

幼子イエスに拝む東方の博士たち 

消えていた星がまだ彼らの前に現われました。非常に喜んでついて来て、ついに幼子イエスがいるところに来ました。 

11節 

そしてその家にはいって、母マリヤとともにおられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして、宝の箱をあけて、黃金、乳香、 

沒薬を贈り物としてささげた． 

On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and 

worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold and of 

incense and of myrrh. 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려 

아기께 경배하고 보배합을 열어 황금과 유향과 몰약을 예물로 드리니라 

进了房子，看见小孩子和他母亲马利亚，就俯伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金，乳香，没药为礼物献给

他。 

彼らは今家に入ってヨセフとマリヤに拝むのではなく小さな幼子イエスに拝みました。その幼子イエスがメシヤであり、王の王で

あると信じていたからです。それで彼らは王に捧げる物に相応しい宝物を捧げました。 
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最大のプレゼント、力を尽くしたプレゼントをささげました。 

 

主の御ことばに全く従順した東方の博士たち. 

●12節● それから、夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰って行った。 

And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by 

another route.  

그들은 꿈에 헤롯에게로 돌아가지 말라 지시하심을 받아 다른 길로 고국에 돌아가니라  

博士因为在梦中被主指示，不要回去见希律，就从别的路回本地去了。 

 

博士たちが王宮に入った時、ヘロデはひそかに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そして、こういいま

した。 「行って幼子のことを詳しく調べ、わかったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。」 

ですから彼らはヘロデの幼子を殺そうとする計画を知らなかったので帰る道にヘロデに行って幼子について話そうと思ったでしょ

う。しかし、彼らの夢にヘロデのところへ戻るなという主の戒めが与えられました。そして彼らは迷わずに別の道から自分の国へ

帰りました。 

 

さあ、ここまで見ますと博士たちの行動は信仰者ではない一般の人々がすなおに理解出来ることでしょうか。絶対理解出来

ないです。どうやった彼らは彼らを導いた星がメシヤのご誕生を知らせる星であることを知って、なんで現代のような車や飛行

機など便利な交通手段もない時代に歩いてあらゆる危険や長い旅路をして拝むために来たのか。 

ヨセフ、マリヤ、羊飼いたちを見ても目に見えるなんの報いもなしでなんでそんな苦労をしながらひたすら主の御業が成し遂げ

られることに献身していたのか。到底理解できないでしょう。そうですたましいの幸いを知らないからです。 

皆さん！たましいの幸いを知っていますか。 

ヨハネの第三の手紙 1章１節 

愛する者よ。あなたが、たましいに幸いを得ているようにすべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。Dear 

friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your 

soul is getting along well.사랑하는 자여 네 영혼이 잘됨 같이 네가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 

간구하노라 亲爱的兄弟阿，我愿你凡事兴盛，身体健壮，如你的灵魂兴盛一样。 

これはイエス様の弟子である使徒ヨハネがガイオという人に送った手紙です。ヨハネはその人がたましいに幸いを得っているよう

に、すべての点でも幸いを得ること、また健康であるように祈っています。ガイオという人がその当時イエス・キリストを信じて与

えられた使命に従って福音の働きをよくしたのでそのことをたましいに幸いを得ていると表現しています。 

イエス・キリストを信じることは厳密に言えば信じられたのです。全く神様の恵みです。 

イエス・キリストを信じることによってたましいの不思議な平安があります。それで自分が歩むべき人生の道がみえます。なにを

行うべきかがわかります。使命ということです。目に見えることは難しい環境、問題があるけれども使命を果たすものとして用い

て下さる喜びや幸せがあります。 
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先週にも山梨県一致懇談会主催の山梨県民クリスマス集いがありましてメッセージを聞きましたけれども「天には栄光、地に

は平和という題のメッセージでした。この御ことばの内容をよく見る必要があります。地には平和といわれたのにいまだにこの地

球に戦争や紛争がやまないことはどういうことですか！世界各地にある戦争や紛争は年々もっと増している一方ではありませ

んか。 

しかし、天には栄光、地には平和という御ことばはルカ 2:13-14 から引用されたことでしょう。まず、ルカ 2:13-14 を正確に

見なければならないです。 

すると、たちまち、その御使いといっしょに、多くの天の軍勢が現われて、神を讃美して言った。「いと高き所に、栄光が、神にあ

るように。地の上に、平和が、御心にかなう人々にあるように。」Suddenly a great company of the heavenly host 

appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth 

peace to men on whom his favor rests."홀연히 수많은 천군이 그 천사들과 함께 하나님을 찬송하여 

이르되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 

하니라忽然有一大队天兵，同那天使赞美神说，在至高之处荣耀归与神，在地上平安归与他所喜悦的人。

（有古卷作喜悦归与人）。 

この御ことばは野原の羊飼いたちに現われた天使によって告げられた御ことばです。これを見るとただ地に平和とは行ってな

い、地の上に、平和が、御心にかなう人々にあるようにとなっています。神様の御心にかなう人々にこの平和が与えられること

です。このことは神様と人間の間に不和の状態であることを前提しています。創造主神様によって造られた人間なのにどうし

て創造主神様と不和の状態、全く交わりが出来ない関係になったでしょうか。イザヤ 59:1-2 

見よ。主の御手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて、聞こえないのではない。あなたがたの咎が、あなたがたと、あな

たがたの神との仕切りとなり、あなたがたの罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。Surely the arm of the 

LORD is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated 

you from your God; your sins have hidden his face from you, so that he will not hear.여호와의 

손이 짧아 구원하지 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라오직 너희 죄악이 너희와 너희 

하나님 사이를 갈라 놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가리어서 너희에게서 듣지 않으시게 함이니라  

耶和华的膀臂，并非缩短不能拯救。耳朵，并非发沉不能听见。但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使

他掩面不听你们。 

それは罪を犯したからです。神様は罪人を愛しますが罪があるまま受け入れる方ではありません。罪人である人間は罪のゆ

えに裁かれて地獄に落ちて永遠に苦しまなければならない存在です。しかし、神様のご計画に従ってこられたイエス・キリスト

が十字架の死で人間がその罪から救われる道を作って下さいました。だれでもイエス・キリストを受け入れる、信じることによっ

て罪から救われます。ですから神の子イエス・キリストを受け入れることによって神様との和解が成立します。イエス･キリストは

真の平和を創る方です。Peacemaker  

ヨハネ 14:27 

わたしは、あなたがたに平安を残します。わたしは、あなたがたにわたしの平安を与えます。わたしがあなたがたに与えるのは、 

世が与えるのとは違います。あなたがたは 心を ¿がしてはなりません． 恐れてはなりません． Peace I leave with 
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you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be 

troubled and do not be afraid. 

평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 

것과 같지 아니하니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 

我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。 

 

このような平安はイエス・キリストのみ与えて下さいます。イエス・キリストは平和の王です。 


